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令和２年度
天竜川（下流） 河川管理レポート



近の河川災害としては、令和元年10月に台風１9号の影響で、静岡県や新潟県、関東甲信地方、東北地方を中心に広い
範囲で記録的な大雨となり、千曲川の堤防が決壊して住宅地に洪水が流れ込み、住宅や田畑が流失し、住民の命が危険にさ
らされたことは記憶に新しく、天竜川においても過去に多数の水害記録があることから、改めて自然の猛威の恐ろしさを感
じるところです。

このように、異常豪雨による水害が発生する状況にあっては、引き続き治水安全度を向上させる堤防整備を進めることと
合わせて、既存施設を適切に維持管理することにより、持続的な安全確保を行うことが、ますます重要となっています。

天竜川では、大雨による出水のたびに河道に生えた樹木の生長による影響や土砂の移動などにより、絶えず徐々に変化し
続けています。

また、現在の天竜川の堤防のほとんどは、これまで災害の発生した度にその都度部分的に補強されてきているため、不均
一で複雑な構造となっています。さらに高度経済成長期に多くの河川管理施設や許可工作物の整備が進められたことにより、
設置後50年以上も経過した構造物が増えており、既存施設の老朽化が懸念されるため、限られた財源の中で、環境に配慮し
つつ、もっとも効果的、効率的になるように維持管理を行う必要があります。

浜松河川国道事務所では、その様な状況を踏まえ、災害発生の防止又は被害の軽減、河川の適正な利用、流水の正常な機
能の維持、河川環境の保全等の目的に応じた管理、平常時や洪水時の河川の状態に応じた管理を効果的かつ効率的に行うた
め、平成2０年7月に作成した「天竜川水系河川整備基本方針」及び平成2１年７月に作成した「天竜川水系河川整備計画」
と合わせて、平成30年9月に更新した「維持管理計画〈天竜川下流〉」などに沿って業務を遂行しています。

「令和３年度 天竜川（下流）河川管理レポート」は、長野県境から下流の天竜川について、浜松河川国道事務所が令和
２年度に行った維持管理に関する業務に関して、とりまとめたものです。

なお、上記の「天竜川水系河川整備基本方針」、「天竜川水系河川整備計画」、「河川維持管理計画」については、当事
務所のホームページからダウンロードしてお読みいただけます。
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天竜川は、長野県茅野市の八ヶ岳連峰に位置する赤岳（標高2,899m）を源とし、諏訪盆地の水を一旦諏訪湖に集めます。諏訪
湖の釜口水門からはじまる天竜川は、途中、三峰川、小渋川等の支川を合わせながら、西に中央アルプス（木曽山脈）、東に南ア
ルプス（赤石山脈）に挟まれた伊那谷を経て山間部を流下し、さらに遠州平野を南流し、遠州灘に注ぐ、幹川流路延長約213km、
流域面積約5,090km2の一級河川です。

天竜川の河床勾配は、上流域の支川では、1/40～1/100程度と急流で、本川では上流部で約1/200程度、中流部で約1/300
～1/700程度、下流部で約1/500～1/1,000程度と全国でも屈指の急流河川となっています。

天竜川流域は、長野県、静岡県及び愛知県の3県にまたがり、諏訪市、伊那市、駒ヶ根市、飯田市、浜松市、磐田市等の主要都
市を有し、流域市町村の人口は約７２万人です。また、流域の土地利用は、山地等が約86%、水田・畑地等の農地が約11%、宅
地等が約３％となっています。（H21.7天竜川水系河川整備計画より）

浜松河川国道事務所の河川管理区間は河口から長野県境までの約９５ｋｍで、現場は河口～長野県境までを管理する「中ノ町出
張所」にて業務を行っています。

天竜川流域図 河口から上流を望む

浜松市 磐田市

遠州灘

天
竜
川

１．天竜川の概要

8



１）河床勾配
河床勾配は、上流の支川は 1/40 から

1/100 程度と急流で、天竜川本川は
1/200 から1/1,000 程度です。

２）横断形状
下図は、河口より7km付近の断面図であ

る。右岸側に浜松市街地、左岸側に磐田市
街地が広がる。横断形状を見ると、両岸の
市街地は天竜川の氾濫原内に広がっている
事がわかります。

河床勾配図

横断図（河口より7km付近）

１-１. 河床勾配・横断形状

１．天竜川の概要
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流域の気候は、本州中央部の山岳地帯から太平洋岸の平野
部まで南北に長い地形特性をもつため、その気候特性にかな
りの地域差があります。

流域の年間降水量は、上流域は内陸性気候のため約
1,200～1,800mm と少ないが、支川の源流である中央ア
ルプスや南アルプスでは約1,400～2,800mm と多く、中
流域は山岳地形のため南からの暖湿気流の上昇により
1,800～2,800mm と多い。下流域は典型的な太平洋側気
候のため1,800～2,000mm となっています。

年間降水量

月別平均降水量と平均気温

１-２. 流域の気象

１．天竜川の概要
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天竜川は、「暴れ天竜」として知られ
るとおり、流域は過去に多くの洪水によ
る被害を受けてきました。

その歴史は遠州平野では和銅8年
（715年）まで遡り、以来、幾度となく
洪水を繰り返して現在に至っています。

天竜川の下流域は、流域各地で水害の
発生件数が多いことも特徴で、明治以降
昭和55年（1980年）までの100年間に
発生した水害の数は100回を数えます。

これは毎年一度は流域のどこかで水害
が発生していることを示しており、本流
域における水害の多さを示す数字である
と言えます。

詳しくは75ページの「昭和20年10月
天竜川大洪水の記憶」冊子に書かれてい
ます。

この冊子の内容は、浜松河川国道事務
所ホームページからもダウンロードでき
ます。

https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamats
u/river/gaiyo_tenryu/gaiyo_tenryu02.
html

１-３. 水害の歴史

１．天竜川の概要
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２-１. 河川維持管理目標

河川維持管理目標は、時間の経過や洪水・地震時の外力、人為的な作用等によって、本来河川に求められる治水・利
水・環境の機能が低下した場合、これを的確に把握して必要な対策を行うために設けるものです。

また、水防等に関しては、河川の特性や地域の状況、出水特性等に応じて、出水、水質事故、地震時等の対応に必要な
施設・機器の準備や対応等を検討します。

以上を踏まえ、天竜川下流では、以下のとおり河川維持管理目標を設定しています。

◆洪水、高潮等による災害の防止 ◆施設の機能維持

◆河川管理施設等の適正な利用 ◆河川環境の整備と保全

洪水を流す断面・
流路、護岸や橋梁
の基礎として河床、
河川利用のための
空間、生物の生
息・繁殖環境等を
総合的に勘案し維
持管理します。

時期に応じた点検
による状態把握を
行いながら、維持
すべき施設の機能
を適切に確保する
ことを目標として維
持管理します。

河川管理施設が治水、
利水、環境の目的と
合致して適正に利用
されるように、河川敷
地の不法占用や不法
行為等に対応していく
ことを目標として維持
管理します。

河川整備計画ある
いは河川環境管理
基本計画に定めら
れた内容を踏まえ、
河川環境が適正に
整備あるいは保全
されることを目標と
して維持管理しま
す。

２．天竜川の維持管理の概要
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河川の維持管理は、「天竜川（下流）河川維持管理計画」に基づき、水害を防止するため、堤防除草や河川巡視、河川
管理施設点検等により河川の状態把握を行い、これらを踏まえて、施設の補修・更新等や流下能力の確保などの必要な維
持管理対策を実施しています。

◆状態把握実施状況 ◆維持管理対策の実施状況

河川巡視堤防除草

許可施設の点検

所有者不明船舶への公告掲示

流下能力の確保

維持工事

ダム湖での砂利採取の巡視

２-２. 河川維持管理の主な内容

２．天竜川の維持管理の概要
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水文・水理等観測
水文・水理観測、水質調査等は、河川砂防技術基準調査編、水文観測業務規程、水質調査実施要領等に基づき実施します。

種別 実施項目 実施場所 頻度 実施方法 備考

水文等観測 低水流量観測 ３地点 １～３回／月 現地測定 鹿島、犬居、掛塚

高水流量観測 ２地点 出水時 現地測定 鹿島、犬居

水質観測
７地点 １２回／年 現地採水

２地点 １回／年 底質採取

雨量観測 14地点 常時 自記観測 毎正時

水位観測 ９地点 常時 自記観測 毎正時

測量 平面測量 － １０年に１回 現地測量

縦横断測量 － ５年に１回 現地測量

河道状態
把握調査

河床材料調査 管理区間 ５年に１回 現地測量

河道内樹木調査 管理区間 年１回程度
レーザ航測
空中写真等

河川の状態把握における基本データの収集として、雨量・水位・流量等の水文等観測、平面・縦横断等の測量、河川環
境調査及び観測施設等の点検を実施しています。また、水文等観測におけるリアルタイムデータは、水防活動等に活用し
ています。

３-１. 水文・水理等観測（基本データの収集）

３．河川の状態把握
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河川環境調査
河川環境調査は、河川水辺の国勢調査 基本調査マニュアル｛河川版｝、河川砂防技術基準調査編、等に基づき実施し

ています。

種別 実施項目 実施場所 頻度 実施方法 備考

河川環境調査 魚類調査 － ５年に１回 現地調査

底生動物調査 － ５年に１回 現地調査

植物調査 － １０年に１回 現地調査

鳥類調査 管理区間 １０年に１回 現地調査

両生類・爬虫類・哺乳類調査 － １０年に１回 現地調査

陸上昆虫類等調査 － １０年に１回 現地調査

河川環境基図作成 － ５年に１回
現地調査
図面作成

河川空間利用実態調査 － ５年に１回 現地調査

観測施設
等の点検

雨量観測 １４地点 毎月点検 現地点検

水位観測 ９地点 毎月点検 現地点検

３-２. 河川環境調査（基本データの収集）

３．河川の状態把握
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管内に設置したＣＣＴＶカメラ（３３箇所）を活用して、
管理をしています。

出水時や、夜間等の巡視でわかりにくい時の状態把握、
不法投棄対策や新豊根ダムの管理などに活用しています。

カメラ画像は、浜松河川国道事務所ホームページにてご
覧いただけます。画像は１０分毎に更新されます。

①浜松河川国道事務所ホームページ https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/

②広域画面

③画面選択 ④カメラ画像
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３．河川の状態把握



発達した前線の影響により、静岡県西部では30日昼から雨が降り始め、天竜川流域では大雨となりました。降水量は、
振草観測所で総雨量255mm（時間 大35mm/h）、気田観測所で総雨量254ｍm（時間 大40mm/h）、新豊根ダ
ム観測所で総雨量253mm（時間 大で27mm/h）、を記録しました。

天竜川下流では、池田観測所と中ノ町観測所と掛塚観測所で氾濫注意水位を超過しました。

(m)

ピーク水位：2.53

計画高水位 4.48m

水防団待機水位 0.50m

氾濫注意水位 1.60m

中ノ町地点水位状況

ピーク水位：2.06

水防団待機水位 0.60m

氾濫注意水位 1.60m

氾濫危険水位 3.40m

計画高水位 4.77m

避難判断水位 3.10m

掛塚地点水位状況

計画高水位 5.28m

水防団待機水位 1.50m

ピーク水位：3.17

氾濫注意水位 2.60m(m)
時刻水位

計画高水位

氾濫危険水位

避難判断水位

氾濫注意水位

水防断待機水位

時間雨量

累加雨量

雨量の凡例

水位の凡例

池田地点水位状況

３-４. 令和２年度の出水状況 （７月）

３．河川の状態把握
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○堤防点検、あるいは河川の状態把握のための環境整備として、堤防状況等に応じた除草を行ってます。
・洪水による災害の発生の防止のための状態把握
・洪水後に変状を把握して次の洪水に備えるための堤防の状態把握
・堤防の強度維持
・枯草火災防止や不法投棄防止などの環境対策

○取り組み状況
令和2年度の堤防除草時期としては、台風期前と秋から冬（出水期

前）の２回実施しました。

ハンドガイド式機械による除草

肩掛式機械による除草

実施項目 実施箇所 実施時期 面積

除 草

管 理 区 間

台 風 期 前 1,290千m2

秋 か ら 冬
（ 出 水 期 前 ）

1,000千m2

刈 草 無 料 配 布

台 風 期 前 980千m2

秋 か ら 冬
（ 出 水 期 前 ）

670千m2

３-５. 堤防点検のための環境整備 （堤防除草）

３．河川の状態把握
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○集草・運搬・処理
• 刈り取った草は乾燥させて集草したのち、受注者の所有する梱包機械で

圧縮し、処分費用を節約するため、農地等への肥料・飼料用などとして、
希望する方に無料配布しています。

• 刈草の希望者募集は、浜松河川国道事務所ホームページやポスター掲示
などを通じて行っています。（下記ポスター参照）
また、刈草の刈取時期を浜松河川国道事務所ホームページに掲載してお
知らせすることにより、刈草を希望する農家の希望に沿った状態の草で
あるか、よりわかりやすくなるように工夫をして、より多くの草が肥料
等として、有効活用できるように努めています。

• 農地等へ運搬できなかった刈草は、処理場に運搬し処理しています。

集草作業

積込作業

処理（農地への運搬）刈草の無償配布のポスター

３-５. 堤防点検のための環境整備 （堤防除草）

３．河川の状態把握
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河川巡視は、以下の項目に関する情報収集を対象として、概括的に行うものです。

①堤防や河道、樋管などの河川管理施設や橋梁、道路などの許可工作物の状況把握

②河川区域における違法・違反行為の発見

③河川空間の利用状況に関する情報収集

④河川の自然環境に関する情報収集

河川巡視で得られた情報を基に適切な措置を講じます。
また河川巡視は、違法行為の抑制や、沿川住民との情報交換機能も果たしています。

河川区域における違法・
違反行為の発見

許可工作物（橋梁）の
状況把握

水辺空間の利用状況の情報収集や
水難事故防止呼びかけ

自然環境に関する情報収集
（特定外来種調査の例）

３-６. 河川巡視

３．河川の状態把握
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河川巡視は、浜松河川国道事務所が所管する河川区域、河川保全区域（天竜川の場合河川区域から１８ｍ以内）を洪水、
高潮等による災害発生の防止、適正な利用、流水の正常な機能の維持及び河川環境の整備と保全を図るためなどについて、
巡視を行うものです。

巡視は、中ノ町出張所管内（概ね２５ｋｍ～河口）と旧横山出張所管内（長野県境～概ね２５ｋｍまで）に分けて行っ
ています。
河川巡視の種類

○一般巡視・・・・・・・・定期的に巡視区間内を車両により巡視する。
（パトロール車両を用いて車上から実施することを基本とします。）

○目的別巡視（車両）・・・堤防や護岸、樋門樋管や不法行為など対象を特定し、巡視します。
（パトロール車両を用いて車上から実施することを基本とします。）

○目的別巡視（徒歩）・・・堤防や護岸、樋門樋管や不法行為など対象を特定し、より詳細に巡視します。
（徒歩により現地の施設や対象物を丁寧に巡視することを基本とします。）

○出水時巡視・・・・・・・大雨の時、水位が水防団待機水位を超え、さらに上昇しはん濫注意水位に達する恐れがあ
る場合に開始します。

令和２年度 河川巡視実施状況

巡視の種類 巡視の方法 中ノ町出張所管内 旧横山出張所管内

一般巡視 車両 １０４日 １０４回

目的別巡視
車両 １０４日 ５２回

徒歩 ３６日 ２７回

出水時巡視 車両 １４日 ０日

＊単位の日とは、１日で管内を１周する場合です。

＊単位の回とは、１日で管内の一部を巡視する場合です。
21

３-６. 河川巡視

３．河川の状態把握



○点検とは、点検対象となる河道や一つ一つの河川管理施設の治水上の機能について異常及び変化等を発見・観察・計測
等することを目的として行うものです。

○点検の状況
令和２年度は、出水期前点検と安全利用点検を、各1回ずつ実施しました。

（点検総数：約１５０箇所）

• 出水期前点検は、徒歩による目視又は計測機器等を使用し、堤防、護岸、床止め等の変状の把握、樋門、水門、堰等の
損傷やゲートの開閉状況の把握等、具体的な点検を実施します。
河道、堤防、護岸、施設はそれぞれ別々に点検し状態を把握するだけでなく、河川全体としてそれらの状態を把握する
ことにより、対策の必要性、優先度を総合的に判断し、より適切な維持管理を行ってまいります。
なお、この点検では、直轄管理施設だけでなく、許可工作物についても、許可受け者とともに合同点検を一部行ってお
ります。

• 安全利用点検は、徒歩による目視により、河川敷（高水敷）低水護岸、樋門、樋管などの施設及びその周辺の具体的な
点検を実施しています。
河川利用者の視点に立ち、河川を訪れた方が安全に利用できるように、施設の点検を行っています。
危険箇所等が発見された場合には、応急補修又は注意喚起の看板を設置し、安全の確保に努めています。

護岸の変状の点検堤防の変状の点検

３-７. 河川管理施設の点検

３．河川の状態把握
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○河道の流下断面の確保

河道流下断面を確保するため、流下能力の変化、河床の変化、樹木の繁茂状況を把握し、河川管理上の支障となる場合

は適切な処置を行っていくよう、取り組んでいます。

○令和２年度 取り組み状況

河道の維持管理については、全般的に流下能力の低い下流部掛塚橋上流４．０ｋ付近～６．０k付近において、流下能

力を確保するため、河道掘削を実施しています。

5.5k付近 施工前

天竜川橋（東海道新幹線）

5.5ｋ付近 施工中

天竜川橋（東海道新幹線）

４-１. 河道の流下断面の確保 河道掘削

４．河道の維持管理
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○河道内樹木の弊害
天竜川の河道は従来、河原砂漠と呼ばれるように河道内で

流路が固定せず網の目のように流れていました。
しかし、 近は柳を中心とした樹林化が進行しています。

樹木の繁茂は、出水時の澪筋を固定化させ、局所洗掘の発
生を助長させるとともに、樹木があることによって流速が落
ち、さらなる土砂堆積を助長させます。

また、天竜川に生える「コゴメヤナギ」の成長は大変早く、
大木になります。このため、樹木伐採が必要となります。

○令和２年度取り組み状況
河道内の樹木繁茂が著しい箇所を対象として、中州に繁茂

した樹木の除去に平成31年3月より着手しました。 河道内に繁茂するコゴメヤナギ

７．０ｋ～８．０ｋ付近 施工前

磐田市
森本

浜松市 東区

鶴見町

浜松市 南区
新貝町

４-２. 河道の流下断面の確保 樹木伐採

７．０ｋ～８．０ｋ付近 施工中

ＪＲ東海道本線

国道１号天竜川橋

磐田市
森本

浜松市 東区
鶴見町

令和２年12月撮影

浜松市 南区
新貝町

４．河道の維持管理
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○総合土砂管理の概要
天竜川は、中央・南アルプス間を流下する急流河川です。また天竜川流域は、

中央構造線等による急峻な地形と脆弱な地質からなります。
天竜川流域では、土砂に起因した様々な課題があり、土砂災害・ダムの堆砂、

河川における樹林化の進行、遠州灘沿岸の海岸浸食等があげられます。

このように土砂生産域、ダム領域、河川領域、河口・海岸領域それぞれの領
域において、土砂に関わる課題を抱えているため、水系一貫した土砂管理を実
現するための総合土砂管理計画を策定する必要があります。

また、この状況を把握するために、定期縦横断測量や、ダム堆砂測量が行わ
れています。さらに、対策として天竜川ダム再編事業の一部として取り組んで
います。

○委員会の設置について
このため、天竜川水系一貫した総合土砂管理計画の策定に向け、主に天竜川

下流域の各領域における様々な課題について、学識経験者の科学的、技術的観
点から、助言を得ることを目的として委員会が設置され、これまでに委員会を3
回開催しました。

○天竜川流砂系総合土砂管理計画について
平成30年3月に作成した総合土砂管理計画（第一版）により、天竜川流砂系

の関係者が個別の領域での取り組みを流砂系として評価し、順応的な土砂管理
を推進します。

※委員会の配付資料及び天竜川流砂系総合土砂管理計画は、浜松河川国道事務
所ホームページの「河川事業のグループ－天竜川の総合土砂」よりダウンロー
ドできます。

https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/river/dosha/ 天竜川 土砂動態の特徴

５-１. 総合土砂管理

５．総合土砂管理
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河川敷地内では、さまざまな事故や課題が発生します。
事故が発生した場合には、直ぐさまの対応が必要となることから警察署、消防署及び市役所等の関係機関と情報共有が

出来るように、連絡体制を確立しています。
また、事故発生した場合には、河川管理施設への影響を確認するため、巡視を実施し影響があった場合は、速やかな対

応を行います。下記写真の、法面損傷箇所は、法面復旧を行いました。
堤防で成長した樹木が支障となる場合は、枝の剪定（又は伐採）を行っています。

堤防からダンプトラックの転落 ダンプ撤去後の損傷状況

堤防樹木の剪定 着手前 堤防樹木の剪定 完了

６-１. 堤防管理の取り組み

６．施設の維持管理
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令和2年7月の出水により天竜川 左岸６．７k（東海道新幹線上流）で自然河岸が大きく侵食され、自転車道が一部崩
落しました。そのため、ブロック投入による応急対策工事を実施しました。

応急対策工事状況（ブロック投入）

出水時の状況

応急対策工事後の状況

被災箇所

堆積土砂

堆積土砂により
左右に流水が分
かれ河岸際を流
れたことで河岸
侵食が発生した。

６-２. 施設の維持管理（河岸侵食）左岸 ６．７k付近

６．施設の維持管理
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○水閘門操作講習会の取り組み
天竜川の河口から長野県境までの直轄管理区間には、直轄の樋門

樋管が11箇所、陸閘が５箇所あります。
これらの直轄の樋門樋管は、平常時は堤内地（住宅地）側の河川

から天竜川に排水していますが、大雨により出水となり住宅地側に
洪水の逆流する恐れの生じた場合は、浸水被害を防止するため、操
作員が出動して内外水位差を確認するとともに、逆流が発生した場
合は、ゲート全閉して操作する必要があります。

直轄の樋門樋管は、大きさや構造、地形条件が箇所毎に異なるこ
とや、操作をしていただく操作員は磐田市、浜松市に委託していま
すが、箇所数が多いため、操作員が年度を区切りに変わることがあ
ります。

こうしたことから直轄の樋門樋管を適正に操作して、浸水被害が
生じないための操作講習会を毎年年度当初に実施しています。

令和２年度は、コロナ禍により、操作講習会の開催は行わず、説
明資料の配付のみとさせていただきました。

○操作員が行う樋門樋管の定期点検
直轄の樋門樋管は、６月～９月までの出水期は月２回、それ以外

の非出水期は月１回、操作に支障がないかの点検を実施しています。

○機械設備の点検
直轄の樋門樋管にある機械設備は、専門業者が年1回点検してい

ます。

排水樋管内部での説明（昨年度の様子）

樋管外側での説明状況（昨年度の様子）

６-３. 国が管理する樋門樋管の維持管理

６．施設の維持管理
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新豊根ダムは、治水と発電を目的として、天竜川水系大千瀬川支川
大入川に建設された多目的ダムで、愛知県北設楽郡豊根村に位置しま
す。

当初は、電源開発(株)が、発電専用ダムとして、昭和４３年に建設
に着手しましたが、建設初期の昭和４３，４４年と２年連続で、ダ
ム予定地点下流の大千瀬川（現浜松市天竜区佐久間町浦川地先）に
おいて、甚大な洪水被害が発生したことを契機に、工事途中に治水
目的を付加し、昭和４８年８月３１日に多目的ダムとして、完成し
ました。

浜松河川国道事務所は、新豊根ダムの目的のうち、治水に関する
業務を行っており、その業務は主として新豊根ダム管理支所が行って
います。

過去の災害記録 現浜松市天竜区佐久間町浦川地先

新豊根ダム管理支所では、１年を通して、静岡県遠州北又は愛
知県東三河北部又は長野県下伊那地域に大雨に関する注意報が発
令されるたびに洪水警戒体制に入り、下流に洪水被害の恐れがあ
る際には、洪水調節（ダムへ流れ込む量よりも少ない量を下流に
流すこと）を行って、氾濫防止に努めます。

また、平常時はダム施設の点検整備や、ダム貯水池の巡視や下
流の警報局の点検等を行い、施設等の適正な維持管理に努めてい
ます。

詳しくは、浜松河川国道事務所 新豊根ダム管理支所ホームペー
ジをご覧下さい。

https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/shintoyone/

６-４. 新豊根ダムの管理

６．施設の維持管理
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１）概要
平成30年９月４日からの台風２１号による豪雨により、新豊根ダム流域の平均雨量は、総雨量252.1mm（4日0時
～5日5時）、時間 大雨量は流域平均29mm（4日14時～15時）でした。
この出水に対して、新豊根ダム（天竜川水系大入川）が洪水調節を行い、 大流入量が約580ｍ³/s（5日0時46分
時）に、約550ｍ³/sをダムに貯留しました。

２）防災操作状況
台風２１号による豪雨に対して、全体で３４万ｍ³の水をダムに貯留しました。

３）浦川水位観測所における
新豊根ダムの洪水調節における水位の低減効果

ダムの防災操作により、
ダム下流河川（浦川水位観測所地点）の水位を

約１２０cm低減することができたと推定されます。

放流状況

６-５. 新豊根ダム洪水調節の実施

６．施設の維持管理
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天竜川下流部ゴミマップ天竜川上流部ゴミマップ

天竜川の河川敷は、ほとんどの箇所で坂路から車両が自由に入れる形になって
います。

こうしたことも原因の一つでしょうが、粗大ゴミを含めた不法投棄が多数発生
しています。

こうした不法投棄の実態を知っていただくため、毎年ゴミマップを作成して浜
松河川国道事務所ホームページで公表しています。

不法投棄を放置すると、さらなる不法投棄を助長
することや、上水道にも用いられており、水質悪化
の懸念から、直営や委託により回収しています。

この回収費用は、皆様からいただいた貴重な税金
から捻出して処理しています。

その負担を軽減し、河川をきれいにするため、
寄りの警察署にもご協力いただきながら、不法投棄
者の発見と原因者による撤去や、不法投棄の再発防
止に努めています。

不法投棄をしているところを発見した場合は、中
ノ町出張所又は浜松河川国道事務所河川管理課に連
絡願います。

中ノ町出張所 電話 053-421-0051
河川管理課 電話 053-466-0118

警察と合同の不法投棄物の確認状況

7-１.  不法投棄等に関する取り組み （ゴミマップ）

７．河川区域等の維持管理
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車両撤去前

過去に新天竜川橋下で車上生活をしていたホームレスの例

天竜川右岸９．２k付近（新天竜川橋下）で、自動車で生活しているホームレスを平成３０年９月に発見。令和元年６
月にホームレスは不在となりましたが、自動車は放置されたままでした。河道内に車両を放置することは洪水を安全に流
下させる阻害となる等、河川管理上支障を及ぼすおそれがあるため、河川区域から移動させる必要がありました。

放置車両の河川区域外(河川外)への撤去

自動車の所有者と撤去の話し合い・調整を行い、放置車両の河川区域外への撤去を行いました。
現在ホームレスは生活保護申請を行い、新たな生活を始めています。

天竜川

車両撤去後

河川は、沿川住民の生命や財産を守るために、流域に降った雨水や流水を流すために、住宅地や田畑と分離して流す専
用施設です。

洪水の際に河川に人が留まることは、大変な危険を伴うことがあるため、本来、人が住むところではありません。

様々な事情で不法に河川に住むことになったホームレスについては、大雨等による出水予想時の事前避難の呼びかけ

や、浜松市や磐田市福祉部局と連携をとりながら、河川からの退去と生活再建について、調整を行っています。

７-１. 不法投棄等に関する取り組み （ホームレス対応）

７．河川区域等の維持管理
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河川利用者の多い7月中旬から８月下旬にかけて、平日及び休日に、河口～佐久間ダム下流までの間を、職員で分担

して河川利用者に直接、水難事故防止のチラシを配布して、注意喚起をしました。 （チラシの内容は、３４ページ）

河口近くでは、水上バイクの利用が多く、上流に上るにつれて釣り人が増え、佐久間ダム下流には、キャンプ場もあり、
いろいろな形で水面利用されています。

河口付近での水上バイク利用者への呼びかけ

キャンプ利用者の水難事故防止チラシ配布

９ｋ付近でのアユ釣り人への呼びかけ

河川利用者に水難事故防止チラシを配布

７-２. 河川利用者の安全利用に関する取り組み

７．河川区域等の維持管理
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水難事故防止
１）河川では、残念ながら水難事故が発生することがあります。

水難事故の防止活動としては、河川巡視を行うとともに夏休み等河川利用の多い時期に、「水難事故防止のチラ
シ」を配布するとともに、水難事故防止のためのホームページの開設や携帯電話の「川の防災情報サイト」を
開設して、全国の河川に関する大雨による急激な水位上昇に対して注意喚起をしています。

寄りの場所の 新の河川水位や、レーダー雨量情報などが入手できますので、雨や水位の変化について知って、
楽しく安全に河川を利用下さい。

また、天竜川漁業協同組合のご協力により、釣り人にもチラシを配布、提供しています。

水難事故防止サイト 川の防災情報サイト水難事故防止チラシ（表）

・天竜川では、外国人向けにポルトガル語のチラシも作成しています。
・希望者には、水難事故防止に関する啓発ビデオによるPRや貸出もしています。

７-３. 水難事故防止に関する取り組み（水難事故防止チラシで情報入手方法の提供）

７．河川区域等の維持管理
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１）利水全般
天竜川水系の流水は、私たちの生活に欠かせないもので、

様々な形で利用されています。
流域（５，０９０ｋｍ²）内全体の人口は、長野県・愛知

県・静岡県併せて約72万人となっています。
天竜川水系の利水は、上水道、工業用水、農業用水、水力

発電などに利用され、水力発電所は55箇所で総 大
出力は約２１８万KWHに及びます。（平成20年現在）

これらの利水に用いる水量は、許可期限があり、それぞれ
河川法の更新許可を得ています。

２）天竜川下流の利水
遠州広域（上）水道用水供給事業の給水人口は、1，02３

千人（H22年4月）で、その一部は天竜川から供給
されています。

また利水（上水・工水・農水）の権利量 大値は５０．８
６５ｍ³／S（発電除く）となっています。）
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天竜川水系の水資源供給区域図（主な水道水及び工業用水）

７-４. 利水

７．河川区域等の維持管理



３）節水等の対策の考え方
天竜川下流では利水（上水・工水・農水の取水後

の鹿島流量観測地点流量が河川正常流量（概ね８６
ｍ³／S）を保持できないとき、利水者が節水対策に
入ることになっています。

天竜川の流量が減少した場合は、適正な渇水対策
を行うため、浜松河川国道事務所では、ダムからの
放流量や水位・流量観測所の水位や流量を常時把握
すると共に、利水者の使用水量把握して、きめ細か
な情報提供を行う体制を整えています。

令和２年度については、１１月以降まとまった降
雨がなかったため、令和３年１月１３日に渇水対応
にかかる情報連絡室を設置し、河川の状況監視を強
化しました。

36天竜川水系の水資源供給区域図（主な農業用水）

７-４. 利水 （天竜川の流量が減少したときの利水の取り組み）

７．河川区域等の維持管理



天竜川の流域は、広大で変化に富んだ地形、地質、気候
を反映して、源流から河口に いたるまで豊かな自然環境を
有しています。

上流域は、3,000m 級の中央アルプス、南アルプスの山
麓には、ミズナラ林などの落葉 広葉樹林やカラマツ林など
の針葉樹林が広がっています。河道内の砂礫河原にはツツ
ザキヤマジノギク、カワラニガナなど河原特有の植物が生
育・繁殖し、狭窄部の河畔林はカ ワセミ等が採餌に利用す
る。瀬はアユやアカザが生息し、ワンドやたまりには、ス
ナヤ ツメやダルマガエルが生息・繁殖しています。

中流域は、「天竜奥三河国定公園」に指定されており、
名勝「天竜峡」に代表される渓谷区間と渓谷沿いの山地に
広がる「天竜美林」と称されるスギ・ヒノキ植林が景観の
基をなし、佐久間(さくま)ダムなど発電ダムからの眺望、ダ
ム湖面に映る周囲の山並等が特徴的な景観となっています。

下流域は、扇状地が広がり砂礫主体の「白い河原」が景
観の基をなしているほか、河口部や支川合流部にはワンド
や湿地、樹林などの環境・景観が形成されています。

砂礫河原はコアジサシの営巣地、瀬はアユの産卵床とし
て利用され、河口部の湿地にはヨシ群落が見られ、気水性
の魚介類も生息しています。

37

８-１. 流域の自然環境

８．河川環境の維持管理



天竜川の河川環境を特徴づける環境要素

環境要素 特徴

中
流
域

（
天
竜
峡

船
明
ダ
ム
）

ダム湛水域

・樹林に囲まれたダム湛水域は、オ
シドリやカワアイサ等の鳥類が採餌
場や休息場、ねぐらとして利用する。

・河畔林と水辺が一体となった環境
がみられ、ヤマセミの採餌場に利用
される。

瀬・淵
・渓流には蛇行に伴い瀬淵が形成さ
れ、アマゴやオイカワ、カジカガエ
ル等が生息・繁殖している。

自然裸地
（砂礫河原）

・砂礫河原は、セグロセキレイ等の
鳥類、オオハサミムシ等の昆虫類が
生息・繁殖している。

水辺湿地性草地・
樹林

・水辺にはツルヨシ群落やコゴメヤ
ナギ群集が見られ、カワラヒワやカ
ワセミ等の鳥類、ヤナギを食樹する
コムラサキ等が生息する。

河畔林
・シイ・カシ萌芽林が分布する河畔
林は、樹林性のメジロ等の鳥類、モ
リアオガエル等に利用される。

＜中流域＞
天竜峡から船明ダムに至る中流域は、「天竜奥三河国定

公園」に指定されており、名勝「天竜峡」に代表される渓
谷区間と渓谷沿いの山地に広がる「天竜美林」と称される
スギ・ヒノキ植林が景観の基をなし、佐久間(さくま)ダム
など発電ダムからの眺望、ダム湖面に映る周囲の山並等が
特徴的な景観となっている。

水辺と森林が一体となった環境には、ブッポウソウやニ
ホンカモシカ、アマゴ、カジカガエルが生息するなど、豊
かな自然環境を有しています。

中流域

38

中流域

８-２. 天竜川中流域の自然環境の概要

８．河川環境の維持管理



＜下流域＞
船明ダムから河口に至る下流域は、扇状地が広がり

砂礫主体の「白い河原」が景観の基をなしているほか、
河口部や支川合流部にはワンドや湿地、樹林などの環
境・景観が形成されています。

砂礫河原はコアジサシの営巣地、瀬はアユの産卵床
として利用され、河口部の湿地にはヨシ群落が見られ、
汽水性の魚介類も生息しています。

一方、遠州灘沿岸の海岸は、汀線が後退するととも
にかつての砂浜が縮小し、特徴的な景観が失われつつ
あります。

下流域

下流域

天竜川の河川環境を特徴づける環境要素

環境要素 特徴

下
流
域

（
船
明
ダ
ム

河
口
）

瀬・淵

・砂礫の早瀬はアユの産卵床とし
て利用され、淵には、ウグイ等の
魚類やトンボ類の幼虫が生息・繁
殖している。

自然裸地（砂礫河原）
・広い砂礫河原は、コアジサシの
集団営巣地に利用される。

水辺湿地性樹林

・コゴメヤナギ群集やアキグミ群
集が分布し、アカネズミやカワラ
ヒワ、ヤナギ等を食樹するコムラ
サキ等が生息する。

河畔林
・シイ・カシ萌芽林が分布する河
畔林は、樹林性のメジロ等の鳥類、
ムササビ等に利用される。

河口部開放水面
・ボラ、ヌマチチブ等の魚類や泥
中に生息するアリアケモドキやゴ
カイの生息環境となっている。

河口部周辺の湿地
（ワンド・たまり、水
辺湿地性草地）

・河口部や安間川合流点付近には、
ワンドやヨシ原等の湿地環境がみ
られる。

・ワンドやたまりには、メダカや
トノサマガエル等が生息・繁殖し、
ヨシ原はオオヨシキリやカヤネズ
ミの繁殖に利用される。
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８-３. 天竜川下流域の自然環境の概要

８．河川環境の維持管理



（１） 魚類の生息状況

重要な種

既往の河川水辺の国勢調査（天竜川

下流部 魚類）として、平成５年度を

初年度とし、平成９年度、平成１３／

１４年度、平成１９年度、平成２４年

度、２９年度に確認された魚類のうち、

法令及び環境省レッドデータブック等

によりその生息、生育が危惧されてい

る種（重要な種）は、右の表に示すと

おりです。

重要な種は、生物の確認された地域

の法令及びレッドデータブック等を適

用して、抽出しています。
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H2 H5 H9 H14 H19 H24 H29 a b c d

1 ヤツメウナギ目 ヤツメウナギ科 スナヤツメ類
※1 Lethenteron  sp.N-sp.S complex ● ● ● VU EN

2 ウナギ目 ウナギ科 ニホンウナギ Anguilla japonica ● ● ● ● ● ● EN EN
3 コイ目 コイ科 ナガブナ Carassius buergeri  subsp.1 ● DD
4 カワムツ Candidia temminckii ● ● ● ● ● ● N-Ⅱ/★
5 ドジョウ科 ドジョウ Misgurnus anguillicaudatus ● ● ● DD DD
6 ニシシマドジョウ Cobitis sp. BIWAE type B ● ● N-Ⅱ
7 ナマズ目 アカザ科 アカザ Liobagrus reinii ● ● VU EN/★
8 サケ目 シラウオ科 イシカワシラウオ Salangichthys ishikawae ● VU
9 サケ科 サツキマス（アマゴ） Oncorhynchus masou ishikawae ● ● ● ● ● ● NT VU/★
10 ダツ目 メダカ科 ミナミメダカ Oryzias latipes ● ● ● ● ● ● VU NT/★
11 ヨウジウオ目 ヨウジウオ科 ガンテンイシヨウジ Hippichthys penicillus ● N-Ⅲ
12 テングヨウジ Microphis brachyurus brachyurus ● ● ● ● ● N-Ⅲ
13 カサゴ目 カジカ科 カマキリ Cottus kazika ● ● ● ● ● ● VU VU
14 ウツセミカジカ（回遊型） Cottus reinii ● ● ● ● ● ● EN VU
15 スズキ目 カワアナゴ科 カワアナゴ Eleotris oxycephala ● ● ● ● ● N-Ⅲ
16 チチブモドキ Eleotris acanthopoma ● ● ● N-Ⅲ
17 オカメハゼ Eleotris melanosoma ● ● N-Ⅲ
18 ハゼ科 チワラスボ Taenioides  sp.B※3 ● EN EN
19 ヒモハゼ Eutaeniichthys gilli ● NT VU
20 ノボリハゼ Oligolepis acutipennis ● ● N-Ⅲ
21 ヒナハゼ Redigobius bikolanus ● ● ● N-Ⅲ

計 9目 12科 21種 0 7 8 14 17 12 13 0 0 11 20

注)種名、並び順は『河川水辺の国勢調査のための生物リスト』平成29年度生物リストに従った。

※1：スナヤツメ類は、環境省RL、静岡県RLの「スナヤツメ北方種もしくは南方種」として抽出した。

※2：ゲンゴロウブナ、ハス、ホンモロコ、スゴモロコは移入種と考えられるため重要種から除外した。

※3：チワラスボは、河川水辺の国勢調査のための生物リスト及び静岡県RL2017では「Taenioides  sp.B」、環境省RL2017では「Taenioides cirratus 」として記載。

＜重要種の選定根拠＞
a.天然記念物（文化財保護法 昭和25年法律第214号）
b.種の保存法（絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 平成4年法律第75号)
c.環境省RL2017（環境省レッドリスト2017　平成29年3月)
　CR：絶滅危惧ⅠA類、EN：絶滅危惧ⅠＢ類、VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足
d.静岡県RL2017（静岡県版　淡水魚類レッドリスト2017（西部地域）　平成29年10月)
　  EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT:準絶滅危惧種、Ｎ-Ⅱ：分布上注目種等、Ｎ-Ⅲ：部会注目種
/★：天然分布区域の移入あり

No. 目名 科名 和名 学名
河川水辺の国勢調査実施年度 重要種の選定根拠

水辺の国勢調査 天竜川下流 魚類 重要種の経年確認状況

８-４. 動植物の生息状況 （魚類）

８．河川環境の維持管理



（２）底生動物類の生息状況

重要な種

既往の河川水辺の国勢調査（天竜川

下流部 底生動物）として、平成６年

度を初年度とし、平成２９年度までに

確認された底生動物のうち、法令及び

環境省レッドデータブック等によりそ

の生息、生育が危惧されている種（重

要な種）は、右の表に示すとおりです。

重要な種は、生物の確認された地域

の法令及びレッドデータブック等を適

用して、抽出しています。
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H6 H9 H14 H19 H24 H29

1 新生腹足目 タニシ科 マルタニシ ● VU VU

2 コシダカヒメモノアラガイ ● ● DD DD

3 モノアラガイ ● ● ● ● ● ● NT NT

4 マルスダレガイ目 シジミ科 ヤマトシジミ ● ● ● ● NT NT

5 マシジミ ● ● VU VU

6 イボビル ● DD DD

7 スナホリムシ科 ヒガタスナホリムシ ● ● NT NT

8 キイロサナエ ● NT NT

9 コオイムシ科 コオイムシ ● NT NT

10 コウチュウ目（鞘翅目）ゲンゴロウ科 キボシケシゲンゴロウ ● ● ● ● DD DD

11 キボシツブゲンゴロウ ● ● NT NT

12 キベリマメゲンゴロウ ● ● ● NT NT

13 ミズスマシ科 コオナガミズスマシ ● ● VU VU

14 シジミガムシ ● EN EN

計 3目 6科 14種 4 6 6 5 5 6 0 0 14 14

注)種名、並び順は『河川水辺の国勢調査のための生物リスト』平成28年度生物リストに従った。

※重要種の選定根拠

1.天然記念物（文化財保護法 昭和25年法律第214号）

2.種の保存法（絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 平成4年法律第75号)

3.環境省RL2017（環境省レッドリスト2017　平成29年3月)

　EN：絶滅危惧ⅠＢ類、VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT:準絶滅危惧、DD：情報不足

4.愛知県RL（第3次レッドリスト「レッドリストあいち2015」　平成27年1月)

　VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧

4321No. 目名 科名 和名
調査年度

水辺の国勢調査 天竜川下流 底生動物 重要種の経年確認状況

８-４. 動植物の生息状況 （底生動物）

８．河川環境の維持管理



（３）鳥類の生息状況

重要な種

既往の河川水辺の国勢調査（天竜川下流部 鳥類）

として、平成３年度を初年度として、平成７年度、平

成１２年度、平成１７年度、平成２７年度に調査を行

ないました。

平成２７年度に確認された鳥類のうち、法令及び環

境省レッドデータブック等によりその生息、生育が危

惧されている種（重要な種）は、右の表に示すとおり

です。

重要な種は、生物の確認された地域の法令及びレッ

ドデータブック等を適用して、抽出しています。
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調査時期別における重要種一覧

８-４. 動植物の生息状況 （鳥類）

８．河川環境の維持管理



（４）植物の生息状況

重要な種

既往の河川水辺の国勢調査（天竜川下流部 植物）

として、平成５年度を初年度として、平成８年度、平

成１３年度、平成１８年度、平成２８年度に調査を行

ないました。

平成２８年度までに確認された植物のうち、法令及

び環境省レッドデータブック等によりその生息、生育

が危惧されている種（重要な種）は、右の表に示すと

おりです。

重要な種は、生物の確認された地域の法令及びレッ

ドデータブック等を適用して、抽出しています。
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貴重な種の経年確認状況

８-４. 動植物の生息状況 （植物）

８．河川環境の維持管理



浜松河川国道事務所では、河川を環境という観点からとらえた定期的、継続的、統一的な河川に関する基礎情報の収集
整備のための調査として、河川水辺の国勢調査を実施しています。調査項目は魚類、底生動物、植物、鳥類、両生類・爬
虫類・哺乳類、陸上昆虫類等、動植物プランクトン（ダム湖版のみ）があります。

令和２年度は佐久間ダムの動植物プランクトン調査を行いました。
調査結果は、整理後、「河川環境データベース」のホームページで公表されます。

現在公表されている 新データは、平成２９年度までとなっています。
詳しくは、河川環境データベースのホームページを参照してください。

http://www.nilim.go.jp/lab/fbg/ksnkankyo/
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河川水辺の国勢調査
ダム湖での動植物プランクトン調査の様子

８-５. 令和２年度の河川水辺の国勢調査

８．河川環境の維持管理
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１）流況とは
流況とは、1年を通じた川の流量の特徴のことをいい、

豊水、平水、低水、渇水流量を指標にします。
流況をみると、その川の1年間の流量の変化の様子や水

の豊かさがわかります。
環境基準の達成目標等は、低水流量や渇水流量を目安に

して計画が立てられています。

流況を表す指標（豊平低渇）
豊水流量：1年を通じて95日はこれを下回らない流量
平水流量：1年を通じて185日はこれを下回らない流量
低水流量：1年を通じて275日はこれを下回らない流量
渇水流量：1年を通じて355日はこれを下回らない流量

川で観測した365日分の流量データを、大きい順に並
べて、95番目の流量を豊水流量、同185番目を平水流量、
同275番目を低水流量、同３５５番目を渇水流量といい
ます。

２）天竜川の流況
天竜川の鹿島水位流量観測所では、水位を毎正時に水

位を測定すると共に、月に1回流速を測定することにより、
水位と流速から流量を観測しています。

その流量は、1年間365日、欠測無く測定される必要が
あります。

その結果は、流況として毎年豊平低渇に整理されます。

天竜川鹿島地点の毎年の流況を過去80年間分を平均化
して求めた「鹿島地点流況表」は、下の表のとおりです。

鹿島地点流況表

河川名 統計期間 豊水流量 平水流量 低水流量 渇水流量

天竜川
平成30年度時点
過去80年平均

260.82m3/s 161.99m3/s 110.87m3/s 75.56m3/s

８．河川環境の維持管理

8-６. 流況



水質の管理
国土交通省で行う水質調査は、「河川法」及び「水質汚濁

防止法」に基づき、河川が適正に利用され、流水の正常な機
能が維持され、河川環境の整備と保全がされる様、流水の汚
濁防止、河川環境の清掃の保持など、河川の総合管理の一環
として、実施されています。

（１）環境基準の類型指定
天竜川における水質汚濁に係わる環境基準の類型指定は、

水質汚濁防止法により、静岡県が定めており、以下に示すと
おりです。

中下流部では、県境から下流において特に良好な水質を
保っており、類型指定は佐久間ダム下流～河口がAA類型と
なっています。

また湖沼については佐久間ダムサイト貯水池（佐久間湖）
が湖沼A類型に指定されています。

（２）公共用水域の水質測定計画
定められた水質の環境基準に対して、実際の水質は、静岡

県が策定した水質測定計画に基づき、県境から下流の直轄管
理区間は、浜松河川国道事務所が定期的に定められた水質の
観測地点で採水と水質測定をしています。天竜川では、秋葉
ダム、鹿島橋、掛塚橋です。

（３）天竜川水系の上流から下流の水質縦断変化と過去１０
年間の水質の変化

主な水質のうち、PH（酸性度）、BOD（生物化学的酸素
要求量）、COD（化学的酸素要求量）、DO（溶存酸素）に
ついて、次のペ－ジに、折れ線グラフで、年ごとに示します。
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類型指定の範囲

8-7. 水質の管理

８．河川環境の維持管理



天竜川下流の水質観測地点の掛塚橋、鹿島橋、秋葉ダムの類型指定は「AA」となっています。年間データが整理済み
の令和元年BOD（生物化学的酸素要求量）の場合、環境基準の１ｍｇ／ｌをいずれも下回っています。また、それより
上流の地点でも、いずれも環境基準の範囲内となっています。

こうした測定結果のとおり、天竜川は良好な水質を保っています。
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8-7. 水質の管理 （過去10年間の記録）

８．河川環境の維持管理



水質の公表等
河川状態の把握の一環として天竜川の水質等観測を行った結果は、年ごとに取りまとめ、整理が出来次第、国土交通

省水文水質データーベースのホームページ（ http://www1.river.go.jp/)でデータを公表しています。
天竜川下流の水質観測箇所は、環境基準地点の秋葉ダム・鹿島橋・掛塚橋の3箇所です。

現在公表されているデータの 新版は2020年（R2）です。

下の画面は、水文水質データベースで、「地図からの検察」を選ぶ場合の事例です。
①地図からの検索で地図画面を拡大して、閲覧したい観測所をクリックします。
②水文水質観測所情報から、たとえば「任意期間水位検索」を選び、 2020年（R2）1月～12月の「生活環境の保

全に関する環境基準項目を選んだ場合。
③任意期間水質検索結果が表示されます。

①

②
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③

8-7. 水質の管理 （ 新の水質の公表等）

８．河川環境の維持管理



関東・東北豪雨を踏まえ、新たに「水防災意識社会再構築ビジョン」として、菊川・天竜川とその沿川市において、令和２年度目途に水防災意識社会
を再構築する取組を行いました。

＜ソフト対策＞・住民が自らリスクを察知し主体的に避難できるよう、より実効性のある「住民目線のソフト対策」へ転換し、重点的に実施。

＜ハード対策＞・「洪水を安全に流すためのハード対策」に加え、氾濫が発生した場合にも被害を軽減する
「危機管理型ハード対策」を導入し、令和２年度を目途に実施。

排水門

主な対策

A市

B市

C町

D市

対策済みの堤防

氾濫ブロック
家屋倒壊等氾濫想定区域 ※

＜危機管理型ハード対策＞＜危機管理型ハード対策＞

○越水等が発生した場合でも決壊までの時
間を少しでも引き延ばすよう堤防構造を
工夫する対策の推進

天端のアスファルト等が、
越水による侵食から堤体を保護
（鳴瀬川水系吉田川、

平成27年9月関東・東北豪雨）

＜被害軽減を図るための堤防構造の工夫（対策例）＞

＜住民目線のソフト対策＞

○住民等の行動につながるリスク
情報の周知

・住民のとるべき行動を分かりやすく示
したハザードマップへの改良

○事前の行動計画作成、訓練の
促進

・タイムラインの策定

○避難行動のきっかけとなる情報
をリアルタイムで提供

・水位計やライブカメラの設置

・スマホ等によるプッシュ型の洪水予報
等の提供

＜洪水を安全に流すためのハード対策＞

○優先的に整備が必要な区間において、
堤防のかさ上げや浸透対策などを実施

※ 家屋の倒壊・流失をもたらすような堤防決壊
に伴う激しい氾濫流や河岸侵食が発生する
ことが想定される区域
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各地域において、河川管理者・都道府県・市町村等からなる協議会等を新たに設置して
減災のための目標を共有し、ハード・ソフト対策を一体的・計画的に推進する。

９．危機管理の対策
水防災意識の再構築 （概要）
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静岡県西部・中東遠地域大規模氾濫減災協議会
近年、河川の施設能力を上回るような洪水が発生していることに鑑み、今後の気象変動の影響により施設能力を上回る

洪水の発生頻度がさらに高まることが懸念されます。
こうした背景から、「施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生する」との考えに立ち、国土交通省では、社会全体で洪

水に備える「水防災意識社会 再構築ビジョン」を策定しました。
これを踏まえ、静岡県西部・中東遠地域においても、浜松河川国道事務所や静岡県等それぞれの河川管理者と市町との

関係機関が連携・協力して減災のための取組を推進するため、これまで各河川管理者が設立していた協議会を統合した
「静岡県西部・中東遠地域大規模氾濫減災協議会」を平成３０年５月に設立しました。

協議会では、本地域の減災のための目標を共有し、円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動等、大規模氾濫時の減災対策
の取組を推進していきます。

令和２年度は５月１３日（水）に新型コロナウイルス感染拡大防止措置として、WEB会議にて作業部会を開催し、書
面による決議を実施しました。関係機関が連携して取組むべき事項について協議し、各構成員が実施している減災に係る
取組状況や取組予定を共有しました。

９．危機管理の対策

９-１. 水防災意識の再構築＜ソフト対策＞ （大規模氾濫減災協議会）



堤防決壊時の緊急対策シミュレーションの実施

浜松河川国道事務所では、近年河川の整備に伴い、大規模な災害
が減少してきたこともあり、堤防の破堤等の対応をした経験者が少
なくなってきたことから、想定外の豪雨で破堤したときの対応が出
来るよう「堤防決壊時の緊急対策シミュレーション」を中部地方整
備局 河川部の指導のもと、令和2年9月14日（月）、新型コロナ
ウィルス感染拡大防止のため人数制限しつつ、河川工法伝承研究会
にもご参加いただきながら、合計24名で実施いたしました。

A班：工法検討

発災時間 条件付与

B班：工法検討 伝承会 助言

51

９-１. 水防災意識の再構築＜ソフト対策＞ （シュミレーション）

９．危機管理の対策



洪水浸水想定区域等の公表について

平成27年の水防法改正に伴い、河川管理者は、想定
しうる 大規模の降雨により発生する洪水により浸水
が想定される区域と浸水の深さ、浸水が継続する時間
を指定することになりました。

中部地方整備局では、天竜川水系についても、水防
法に基づく洪水浸水想定区域等を指定し、平成28年
12月1５日に公表しました。

公表された洪水浸水想定区域等には、以下の５種類
があります。

○洪水浸水想定区域図（想定 大規模）
○洪水浸水想定区域図（計画規模）
○洪水浸水想定区域図（浸水継続時間）
○家屋倒壊等氾濫想定区域図（氾濫流）
○家屋倒壊等氾濫想定区域図（河岸侵食）

これらは、浸水区域に含まれる浜松市・磐田市などの
自治体へ通知され、今後自治体は適切な避難場所や早
期の立ち退き避難が必要な区域を示した水害ハザード
マップを作成するなど、円滑かつ迅速な避難の確保及
び浸水被害の防止のために活用される予定です。

詳しくは、浜松河川国道事務所ホームページの
「天竜川浸水想定区域」で確認ください。

（抜粋）天竜川水系天竜川（下流）
洪水浸水想定区域図（想定最大規模）
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https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/bousai/shinsui_tenryu/

９．危機管理の対策

９-１. 水防災意識の再構築＜ソフト対策＞ （洪水浸水想定区域等の公表）



「アドホック」とは、ラテン語で「特定の目的の」や、「暫定的な・・・」という意味があります。

アドホック水位計は、 近の局地的な大雨や集中豪雨等により洪水・浸水被害が多発している状況を踏まえ、水災害監
視の強化や洪水予測の高度化のため、必要となる密度の高い水位観測を実施するための観測技術の実用化を図ることを目
的として、平成27年度に従来の水位観測所及び総合的に判断して監視が必要な箇所に、簡易水位観測所として設置しま
した。

アドホック水位観測所位置
右岸 ３．０ｋ
左岸 ６．８ｋ
左岸 １０．６ｋ
右岸 １４．４ｋ
左岸 １５．２ｋ
左岸 １９．０ｋ
右岸 ２４．０ｋ

アドホック水位観測所では、観測した水位データを光ケーブ
ルを通じて、浜松河川国道事務所に情報を集約しています。

今後、浜松河川国道事務所と静岡地方気象台が共同発表する
洪水予報や浜松河川国道事務所が水防警報を発表する際に役立
てていきます。
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天竜川 右岸 ３．０ｋ（掛塚橋下流）のアドホック水位計

９．危機管理の対策

９-１. 水防災意識の再構築＜ソフト対策＞ （アドホック水位計の設置）



危機管理型水位計は、洪水時の水位観測に特化した低コ
ストな水位計で、これまで水位計のなかった河川や地先レ
ベルでのきめ細やかな水位把握が必要な河川への水位計の
普及を促進し、水位観測網の充実を図る目的で設置を進め
ています。

［特徴］
・長期間メンテナンスフリー
・省スペース（小型化）
・初期工コストの低減
・維持管理コストの低減

危機管理型水位計による観測は、10分以内に1回行われ
ます。平常時はデータ送信を行いませんが、洪水時など一
定の水位を超過した場合には、観測モードを切り替えて、
水位データを送信する仕組みです。

天竜川下流では現在10箇所に設置しています。

天竜川左岸７．０ｋの危機管理型水位計 54

９．危機管理の対策

９-１. 水防災意識の再構築＜ソフト対策＞ （危機管理型水位計の設置）



パイピング、法すべり
↓

漏水対策（浸透含む）

Ｌ＝３．４ｋｍ（堤防への浸透対策）
Ｌ＝３．５ｋｍ（パイピング対策）

流下能力不足
↓

堤防整備・河道掘削

Ｌ＝２．０ｋｍ

水衝・洗掘
↓

侵食・洗掘対策

Ｌ＝０ｍ

・河床が深掘れしている箇所や水衝部
等、河岸侵食・護岸欠損のおそれが
ある箇所

・堤防高が低い等、当面の目標に対し
て流下能力が不足している箇所
（上下流バランスを確保しながら実

施）

優先的に対策を実施する区間 Ｌ＝５．７ｋｍ

・過去の漏水実績箇所等、浸透により
堤防が崩壊するおそれのある箇所

・旧河道跡等、パイピングにより堤防
が崩壊するおそれのある箇所

※各対策の延長は重複あり

鳴瀬川支川吉田川（宮城県） 利根川支川鬼怒川（茨城県）

堤防整備・河道掘削等の流下能力向上対策、浸透・パイピング対策、侵食・洗掘対策に関し、優先的に

対策が必要な区間約5.7kmについて、令和２年度を目途に、今後概ね５年間で対策を実施

阿武隈川支川荒川（福島県）
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９．危機管理の対策

９-２. 水防災意識の再構築＜ハード対策＞



流下能力対策 全延長 Ｌ＝２．０ｋｍ
令和２年度 施工済延長 Ｌ＝１．１ｋｍ

進捗率 ５５％

左岸 ３６．３ｋ付近 谷山地区築堤護岸

施工中 R2.12

施工前
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９．危機管理の対策

９-２. 水防災意識の再構築＜ハード対策＞



氾濫リスクが高いにも関わらず、当面の間、上下流バランス等の観点から堤防整備に至らない区間など３．１kmについて、決壊

までの時間を少しでも引き延ばすよう、堤防構造を工夫する対策を令和２年度を目途に、今後概ね５年間で実施

堤防天端をｱｽﾌｧﾙﾄ等で保護し、堤防への雨水の浸透を抑

制するとともに、越水した場合には法肩部の崩壊の進行を遅

らせることにより、決壊までの時間を少しでも延ばします

堤防天端の保護 堤防裏法尻の補強

裏法尻をブロック等で補強し、越水した場合には深掘れ

の進行を遅らせることにより、決壊までの時間を少しでも

延ばします

堤防裏法尻をブロック等で補強
堤防天端をアスファルト等で保護した堤防では、

ある程度の時間、アスファルト等が残っている。

アスファルト等

※ 具体的な工法については検討中

対策を実施する区間Ｌ＝３．１ｋｍ ※各対策の延長は重複あり

３．１km ０km

粘性土
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９．危機管理の対策

９-２. 水防災意識の再構築＜ハード対策＞



堤防天端保護 全体延長 L=３．１ｋｍ
R元年度 施工済延長 L=３．１ｋｍ

進捗率 １００％

右岸 ２３．６ｋ付近の堤防天端舗装
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９．危機管理の対策

９-２. 水防災意識の再構築＜ハード対策＞



１）防災エキスパートとは
防災エキスパートとは、中部地方整備局管内の公共土木施設等の整備・管理等についての専門的ノウハウを持ち、

中部地方整備局及び自治体等と連携を取りながら、災害発生時において協力活動を自己の責任により無報酬で行う者で
あって、中部地方防災エキスパートに登録を受けた者をいいます。

２）防災エキスパートの募集と任期
防災エキスパートの募集は、(一社)中部地域づくり協会で随時行っており、任期は原則として満70歳を迎える年度ま

でとなっています。

３）中部地方防災エキスパート・静岡県西部地区意見交換会の開催
浜松河川国道事務所を中心とする静岡県西部地区については、

静岡県西部地区会議を構成しており、毎年定期的に意見交換会を
開催しています。

令和２年度は、コロナ禍の影響により、規模を縮小し、浜松河川
国道事務所と（一社）中部地域づくり協会の担当職員のみで打合せ
を行いました。

打合せでは、被災時の連絡体制や重要水防箇所等の確認など行い
ました。

防災エキスパート意見交換会開催(令和元年度状況)
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９-3. 防災エキスパートの活動

９．危機管理の対策



○令和２年７月豪雨災害
令和２年7月3日から8日にかけて、日本付近に停滞した前線の影響により、熊本県、鹿児島県、福岡県、佐賀県、

長崎県、岐阜県、長野県の7県に大雨特別警報が発表されるなど広範囲に記録的な大雨となり、土砂災害や洪水による浸
水など、各地に甚大な被害をもたらしました。

国土交通省では、被災地支援のため職員をTEC-FORCEとして順次派遣し、排水ポンプ車による浸水箇所の排水活動
を始め、河川、道路の被災状況調査、道路清掃など、幅広い支援を行いました。

全国から延べ１万人の職員が、被災地へ派遣され支援活動を行いました。

浜松河川国道事務所では、河川氾濫による浸水箇所での排水ポンプ車による排水作業を支援するため７月1７日から７
月2１日まで１名の職員と６名の派遣業者を熊本県人吉市（球磨川）へ派遣しました。

活動状況（熊本県人吉市）
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９-4. TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）派遣

９．危機管理の対策



平成27年６月２２日より、中部地方整備局では
XRAIN浜松レーダーによる高精度降雨観測情報の配信
を開始しました。

XRAINは、従来のレーダー（Cバンドレーダー）に
比べて、高頻度（５倍）、高分解能（１６倍）での観
測が可能で、これまで５～１０分程度かかっていた配
信に要する時間を１～２分に短縮しました。

ＸRAINは、浜松河川国道事務所ホームページ
https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/から、ご
覧いただけます。
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Ｘバンドレーダー

浜松河川国道事務所
ホームページ

＊防災対策をクリック

雨量情報の表示例

＊レーダー雨量情報（XRAIN）をクリック

９-5. Xバンドレーダー高精度降雨観測情報の提供

９．危機管理の対策



水防資機材としては、堤防の一部が
崩れたりする場合の緊急時に備えて堤
防脇の第2種側帯と呼ばれる用地に水
防用土砂を備蓄しています。

右岸２４．０ｋの側帯には、ベンチ
や桜等の公園があり、普段は散策等に
利用されています。

右岸 ３．４k付近に備蓄されている土砂

左岸 １２．０k付近に備蓄されている
根固めブロック等

左岸 ２０．０k付近に備蓄されている
根固めブロック等

右岸 ２４．０k付近に備蓄されている土砂

護岸が洗掘された場合の水防資機材
としては、緊急時に備えて堤防脇の第
2種側帯に水防用ブロックを備蓄して
います。

天竜川の場合は、過去の災害事例か
ら、公称５ｔブロックを備蓄していま
す。
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９-6. 水防資機材等の備蓄状況

９．危機管理の対策



天竜川が大洪水になったときに、河道内に障害物があると、洪水
の流下が妨げられ、水位が上昇して、堤防に大きな負担がかかり、
堤防決壊の原因になる恐れがあります。

高水敷に占用許可されているグランドのバックネットや大型遊具、
トイレ等は、洪水となる前に撤去して、洪水となった場合には、流
水が支障なく流れる状態となっている必要があります。

そのため、毎年出水期前に、許可施設を撤去して天竜川から撤
去・搬出したり、倒して高さを下げる訓練が行われます。

浜松市では令和２年5月2６日に訓練が行われました。

グランドのバックネット転倒訓練状況
（浜松市役所）

高水敷公園遊具の転倒訓練状況
（浜松市役所）

高水敷トイレの撤去搬出訓練状況
（浜松市役所）
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９-７. 許可施設搬出訓練の指導

９．危機管理の対策



１．浜松市の水防演習
令和元年６月2日（日）浜松市水防団は、天竜川右岸１４．０ｋ

付近の浜松市東区豊町地先の河川敷において、水防演習を実施し、
１７分団（約８００名）が参加して行われました。

演習では、土のう作りをはじめとして「月の輪工」、「釜築
工」、「笈牛工」、「せき板工」、「木流し工」、「シート張
工」など１２工種を造る作業が本番さながらに行われました。

64土のう作り 作業状況

月輪工 作業状況

笈牛工 作業状況

１０-１. 水防活動に関する取り組み（地域の水防団）

１０．地域と連携した取り組み



天竜川水系では、関係機関と連携して水難事故防止について効果的な取り組みを行うために、「天竜川下流部水難事故
防止協議会」を組織し、水難事故防止について啓発と広報活動を行っています。

令和２年度については、コロナ禍により、会議の開催は行わず、緊急時連絡体制の見直しのみ行いました。
過去の広報活動については下記の通りです。

また、今年度、浜松河川国道事務所として夏休み期間中の水難事故防止を目的に、職員による天竜川の河川巡視を行い
ました。

【啓発及び広報活動として】
過去に河輪の水辺の楽校において協議会構成機関と指導者向けに、水難事故防止後援会とライフジャケット体験会を開

催しています。
今後も水難事故防止の啓発と広報活動を目的に計画をしていきます。

【協議会構成機関】
浜松東警察署、浜北警察署、
磐田警察署、天竜警察署、
海上保安庁御前崎海上保安署、
浜松市消防局、磐田市消防本部、
静岡県浜松土木事務所、静岡県袋井土木事務所、
電源開発(株)佐久間電力所、
天竜川漁業協同組合、
佐久間ダム非出資漁業協同組合、
浜松市、磐田市、
国土交通省浜松河川国道事務所
※順不同

水難事故防止講演会の様子

ライフジャケット体験会の様子
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１０-２. 水難事故に関する取り組み（天竜川下流部水難事故防止協議会）

１０．地域と連携した取り組み



１）不法投棄が絶えない天竜川
天竜川の河川敷は、河川利用者が

多いことから、自動車で自由に立ち
入りができます。

そのため、なかにはルールを守ら
ず不法投棄を行う人もいます。

近の不法投棄の実態は、右のゴ
ミマップのとおりです。

２）天竜川の水は飲料水
一方、天竜川の水は、船明ダム下

流や東名高速道路上流で取水して、
浜松市民や磐田市民の上水道となる
のをはじめ、工業用水や農業用水に
も用いられています。

また天竜川には鮎をはじめとする
多数の魚類や動植物が生息しており、
清潔に保つ必要があり、不法投棄が
許されるものではありません。

３）河川美化運動
天竜川のゴミを気にかけて、地域

で美化活動を続けていただいている
団体や個人がいます。

その一部を次ページで紹介します。
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１０-３. 河川美化活動 （不法投棄の実態）

１０．地域と連携した取り組み



○東陽中・河輪小クリーン作戦

日 時：平成3１年４月２５日（木）

清掃場所：右岸 １．２k～４．２ｋ

参加人数：大人 １５人、子ども ２２３人

○中ノ町地区ゴミゼロ運動

日 時：令和元年5月１９日（日）

清掃場所：右岸 ８．０k～１１．０ｋ

参加人数：大人 3０0人、子ども 350人

「中ノ町地区ゴミゼロ運動」の様子

「河輪地区天竜川クリーン作戦」の様子
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１０-３. 河川美化活動 （地域の皆様や団体の皆様による河川美化活動）

１０．地域と連携した取り組み



天竜川には、公園やグランドが多数あり、また、夏休み期間には水
辺でバーベキューを行うなど数多くの方が河川敷地を利用しています。

しかし、その反面、ゴミも多く発生し、心ない人による不法投棄も
多数存在しています。

浜松河川国道事務所では、「河川愛護」や「ゴミの不法投棄防止」
を目的として地元ボランティア団体、自治会、自治体等に呼びかけを
おこない、天竜川の清掃活動「天竜川クリーン作戦」を行っています。

平成15年から始まったこの取り組みは、今年で１８回目を迎え、
令和２年度は、1１月２２日（日）を基準日として、参加団体への呼
びかけ等、準備を進めてきました。参加者４４団体８８３名の皆様に
ご賛同頂きました。

コロナ禍にもかかわらず、ご賛同いただいた団体の皆様、
ありがとうございました。
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１０-３. 河川美化活動 （天竜川クリーン作戦）

１０．地域と連携した取り組み



浜松河川国道事務所では、地域住民の皆様と河川管理者の連携を深
めることにより、河川の清潔の保持、河川管理施設の保全等河川管理
の強化を図ることを目的として、天竜川で見たこと、聞いたこと、
知ったことを報告していただく河川愛護モニター制度を設けています。

任期は、令和2年7月1日～令和3年6月30日で、対象区間は天竜川
河口から飛龍大橋付近までの左右岸。浜松河川国道事務所ホームペー
ジや市の広報誌で公募しました。

その結果、浜松市・磐田市にお住まいの３名の方々に委嘱を行い、
モニターしていただいています。

河川愛護モニターの報告は、浜松河川国道事務所ホームページに掲
載しています。
報告いただいた内容は、河川管理に役立てています。

https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/river/kasenaigo/
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報告事例 令和２年１２月

１０-４. 河川愛護モニター

１０．地域と連携した取り組み



１）天竜川河川敷のゴミ拾い
令和２年１０月２０日（火）中ノ町小

学校のみなさんと、天竜川河川敷のゴミ
拾いを行いました。

みなさん袋を片手に少人数に分かれて
テキパキとゴミ拾いをしてくれました。

大小サイズはまちまちですが、可燃ゴ
ミ、不燃ゴミ、ビン、缶合わせて１０袋
以上のゴミが回収できました。

集まったゴミは維持業者が回収しまし
た。

２）中ノ町出張所の職場見学
令和２年１１月２７日（金）に校外学

習の一環で、中ノ町小学校の2年生70名
が中ノ町出張所の職場見学に訪れ、河川
管理の仕事を勉強しました。

たくさんの質問をしていただき、国交
省の仕事に興味を持っていただきました。

ゴミ拾いの様子 集めたゴミを業者さんへ

災害対策車両の見学河川管理の仕事を紹介
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１０-５. 中ノ町小学校と連携した取り組み

１０．地域と連携した取り組み



１）ミズベリング
ミズベリングプロジェクトは、かつての賑わいを失ってしまった日本の水辺の新しい活用の可能性を創造していくプ

ロジェクトです。
平成２８年６月２日に河川敷地占用許可準則が一部改正されました。これにより、河川I内で営業活動を行う際の占

用許可期間が３年から１０年に改正されました。
ミズベリング遠江として、令和２年度 新型コロナウィルス感染拡大防止のため、イベントは行っておらず、SNS

による情報発信をしています。 https://m.facebook.com/mizberinghamamatsu/

天竜川を管理する浜松河川国道事務所と浜松市では、平成29年度より「天竜川ミズベリング協議会（準備会）」を設
立し、天竜川の水辺空間を活かしたまちづくりをすすめています。

令和元年度、天竜川右岸側（浜松市）において日常的に人が集う憩いの場、にぎわいの場、学びの場等として、より一
層活用して浜松市の活性化につなげようと、社会実験を実施しました。

河川空間の利活用促進検討をするため、社会実験応募実施の審議する協議会を、令和3年3月に開催。

ミズベリング遠江Facebook
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１０-６. ミズベリング遠江事務局の活動

１０-７. 天竜川ミズベリング協議会（準備会）の活動

１０．地域と連携した取り組み



１）「新豊根ダムパネル展示」の開催
新豊根ダム管理支所では、例年より多くの皆さまに新豊根ダムの概要や周辺の自然環境、災害の記録等を知っていただくため

にパネル展示を行っていますが、今年は新型コロナウィルス感染症対策のため、展示を見合わせました。

２）「とよね・みどり湖ハーフマラソン」
毎年恒例の新豊根ダム湖岸道路で行われる「とよね・ みどり湖ハーフマラソン」は中止となり、「新豊根ダム展示コー

ナー」を設置することができませんでした。

３）「1日ダム大学」
例年、豊根小学校3・4・5年生を対象とした「1日ダム大学」を開催していますが、今年はダム下流の浦川小学校との上下流

連携事業として企画していたところ、新型コロナウィルス感染症対策のため中止となりました。

４）SNSによる情報発信
「森と湖に親しむ旬間」にあわせ、Facebookページによる新豊根ダムの情報発信を始めました。

https://www.facebook.com/shintoyone

パネル展示（昨年度）

とよね・みどり湖ハーフマラソン（昨年度）

1日ダム大学（昨年度）
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１０-８. ダムの地域連携活動

１０．地域と連携した取り組み



河川協力団体制度とは

自発的に河川の維持、河川環境の保全等に関する活動等を行うＮＰＯ等
の民間団体を支援するものです。

主な活動内容としては、以下のとおりです。
①．河川管理者に協力して行う河川工事又は河川の維持
②．河川の管理に関する情報又は資料の収集及び提供
③．河川の管理に関する調査研究
④．河川の管理に関する知識の普及及び啓発

浜松河川国道事務所管内では以下2団体が指定されています。

１．ＮＰＯ活動法人 水辺の里まちづくりの会
（１）水辺の楽校 草刈り等整備活動
（２）周辺小中学校との合同クリーン作戦

・環境教育の一環
（３）水辺の学校 各種イベントの開催

・小学校七夕祭り
・大学留学生との交流イベント
・天竜川ミズベリングへの参画

２．ＮＰＯ活動法人 浜松アメニティクラブ
（１）天竜川河川敷の河川清掃・美化活動
（２）ミヤマシジミのえさとなる植物：コマツナギの保護活動

ＮＰＯ法人浜松アメニティクラブによる
天竜川清掃・美化活動

ＮＰＯ法人 水辺の里まちづくりの会による
小学校七夕祭り

（水辺の里ワンドにおけるかに釣りの様子）
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１０-９. 河川協力団体の活動について

１０．地域と連携した取り組み



ミヤマシジミは、中部地方の高山に一般的には生息する蝶蝶で、羽を広げ

た長さが２６～２８ｍｍ、小型の蝶の仲間であり、オスの表の色は青色、メ

スは黒色で、分布域は本州のみで静岡県内では富士山麓、天竜川、大井川、

安倍川、興津川、富士川などの河原や荒れ地で確認できますが、環境省の

レッドリストの絶滅危惧種（１Ｂ）に指定されています。

天竜川の河原には、このミヤマシジミの餌となる植物のコマツナギが生え

ています。

このミヤマシジミは、コマツナギに産卵し、幼虫もコマツナギしか食べな

いため、ミヤマシジミ保護にはコマツナギの生育環境の保全が大切となって

います。

このため、令和２年１１月１２日（木）に地

元ＮＰＯ団体「浜松かわ・みちボランティアク

ラブ」と浜松河川国道事務所職員合わせて２０

名が一緒に天竜川右岸堤防（浜松市天竜区二俣

町鹿島地先）において、堤防除草を行いました。

豆果をつけたコマツナギ

ミヤマシジミ

堤防除草の状況
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１０-１０. ミヤマシジミの餌となる植物コマツナギの保護活動

１０．地域と連携した取り組み
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昭和20年に発生した天竜川西派川の旧芳川村（現浜松市
南区）金折地先での決壊は、現在の南区芳川、河輪、五島、
飯田地区を中心に、流域の死者34名、浸水家屋847戸、浜
松市南区では12ｋｍ２が浸水するという甚大な災害でした。

しかし、甚大な災害にもかかわらず、戦後の混乱期であっ
たことから、被害記録があまり残されていません。

また長い歳月が過ぎ、被災された方々の高齢化、治水事業
の進展などから災害の記憶の風化が進み、「暴れ天竜」も
人々の記憶から次第に薄れつつあります。

この資料は、大洪水の記憶を風化させないために、堤防の
決壊により、災害を体験された方々の貴重な「証言」をとり
まとめ、「伝承」することを目的に制作したものです。

この冊子は、平成29年３月２７日より浜松河川国道事務
所で配布を開始し、これまでに浜松市と磐田市の小中学校に
550冊贈呈したのをはじめ、地域の皆様に2,200冊以上を配
布しました。

まだ在庫がありますので、ご希望の方は浜松河川国道事務
所河川管理課まで問い合わせ下さい。

電話番号 ０５３－４６６－０１１８

また、浜松河川国道事務所ホームページからダウンロード
できます。

https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/river/gaiyo_te
nryu/gaiyo_tenryu02.html

１０-１１. 冊子の配布「天竜川 大洪水の記録」

１０．地域と連携した取り組み
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＜理念＞
明治時代、天竜川は「暴れ天竜」として毎年のように氾濫し、
流域の人々に災いをもたらしてきました。しかし、被災者の高
齢化、治水事業の進展などから、災害の風化が進んでいます。

そのため、天竜川をPRし、「暴れ天竜」の認知向上や、天
竜川により親しみをもって頂くことを目標としています。

「りゅっぴぃ」はどなたでも利用可能！
「りゅっぴぃ」の友達になりませんか？

「りゅっぴぃ」はどなたでも利用可能です。
利用方法は、浜松河川国道事務所ホームページを
ご覧下さい。
https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/river/ryuppii/

【問い合わせ先】
天竜川ブランディング推進委員会 事務局
（国土交通省 中部地方整備局 浜松河川国道事務所 河川管理課内）
TEL:053‐466‐0118       FAX:053‐466‐0122

©2018tenryuubranding

１０-１２. 天竜川PRマスコットキャラクター「りゅっぴぃ」

１０．地域と連携した取り組み



天竜川の河川敷には多くの樹木が繁茂しており、工事にあたって
支障となる樹木を伐採しています。

その後、伐採木を処分するには相当の費用を要することから、コ
スト削減及び資源の有効利用を図るため、無償配布を実施していま
す（発生する時期は、工事により一定しません）。

配布した伐採木の仮置き状況

ご希望の方は、出張所に問い合わせ下さい。
中ノ町出張所 電話番号 ０５３－４２１－００５１

※発生量がまとまった場合は、浜松河川国道事務所ホーム
ページでお知らせすることもあります。
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１１-１. 工事で伐採した伐採木の無償配布

１１．効率化、改善に向けた取り組み



天竜川では、年2回堤防除草を行っています。この堤防除草で、大量の刈草
が発生します。この刈草、以前は堤防で焼却していましたが 、環境への配慮の
観点から、自粛しています。

浜松市や磐田市の焼却場への全量運搬・処分は、焼却場の処理能力や運搬・
処分費用の観点から過大な負担となります。

このため、地域の農業用堆肥や家畜の飼料等として有効活用していただくと
ともに、処分費用の低減に努めています。

刈草の無償配布募集は、浜松河川国道事務所ホームページや地域の区役所や
市役所支所へのポスター掲示等により行いました。

募集開始日は1回目；令和2年6月16日、2回目：令和2年10月6日、ホーム
ページには、堤防での刈り取り時期も明確にして、より多くの皆様に刈草を有
効活用していただくように努めました。

このようにして1回目の令和2年5月～8月について堤防面積 984,000m2分
の刈草を農業用堆肥や家畜の飼料等に提供しました。

また2回目の令和2年9月～12月についても堤防面積 649,000m2分の刈草
を農業用堆肥や家畜の飼料等に提供しました。
（左岸側で発生した刈草の一部は、磐田市営の焼却場でも引き受けていただき
ました。）

刈草のダンプへの積み込み状況

刈草を希望する方は、河川管理課又は出張所にお問い合わせ下さい。
河川管理課 電話番号 ０５３－４６６－０１１８ 中ノ町出張所 電話番号 ０５３－ ４２１－００５１

浜松河川国道事務所ホームページで
公表している除草時期のお知らせ

＜例)天竜川右岸＞
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１１-２. 刈草の無償提供

１１．効率化、改善に向けた取り組み
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ゴミの不法投棄の確認

スポットライトによる実験者の確認 赤外線カメラによる実験者の確認スピーカーの音声確認

根固めブロックの散乱

境界杭の確認

浜松河川国道事務所では、河川管理のさらなる効率化を推
するため、UAVによる河川巡視、堤防点検へ活用について
実証実験を実施しました。

実証実験では、UAVにスポットライトや赤外線カメラ、
スピーカーを搭載し、夜間にスポットライトおよび赤外線カメ
ラを用いて不法投棄者に見立てた実験者およびゴミを発見でき
ました。

また、スピーカーは実験者から
30ｍ離れた位置で飛行したUAV
より鮮明な音声が確認できました。

不法係留船・桟橋の確認樋管の確認

１１-３. ドローン（UAV)による河川管理への活用

１１．効率化、改善に向けた取り組み



流木・伐採木の配布状況

チップ材の無償配付（昨年度）

流木材の無償配布

新豊根ダムでは、ダム貯水池「みどり湖」に流入した流木を
粉砕してチップにして、地域住民の皆様に広くご利用いただけ
るよう無償で配布していました。

令和２年度は試行としてチップ化を行わず、薪ストーブ利用
者に向けた丸太材での無償配付を実施しています。

流木や伐採木の処理は運搬や処理・処分に費用がかかるため、
コスト削減とともに地域の皆さんに資源としての有効活用を図
るため、今後も色々と試行しながら進めていきたいと考えてい
ます。
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１１-４. 新豊根ダム 伐採木等の無償配布

１１．効率化、改善に向けた取り組み



天竜川の河川敷には多くの樹木が繁茂しており、これらの樹木を放
置すると樹林化が進行し、洪水の流れの妨げになることや、局所的に
流速を速め、堤防や護岸などの河川管理施設に損傷を与える可能性が
あるなど、治水上の問題があります。

さらに、河道内の樹林化により、河川巡視に支障をきたしたり、ゴ
ミが不法投棄を招く等、維持管理や環境上の問題もあります。

そのため浜松河川国道事務所では、その対策として伐採作業を行っ
ていますが、相当の費用を要することから、コスト削減及び資源の有
効利用を図るため、河道内の樹木を伐採することを希望する事業者を
公募し、河川法第25条の採取許可による河道内の樹木伐採の取り組
みを試行として行いました。

１）募集期間
令和2年8月25日（金）～ 9月17日（木）

２）公募伐採対象箇所
天竜川 右岸 河口から約１５．２ｋｍ～１５．４ｋｍ

３）樹木の採取（伐採）期間
応募者選定後 ～ 令和3年3月31日（1名）
応募者選定後 ～ 令和4年3月31日（2名）

４）募集結果
応募者数 ：3名
採取（伐採）作業者数 ：3名

今後も御興味がある方は、河川管理課に問い合わせ下さい。
河川管理課 電話番号 ０５３－４６６－０１１８
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１１-５. 天竜川河川敷で樹木を伐採する事業者の募集

１１．効率化、改善に向けた取り組み
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河川維持管理は、出水時の履歴や他河川での経験
等を踏まえつつ、経験的に実施していくものです。

河川維持管理に関する計画には、河川整備計画及
び河川維持管理計画があります。

河川整備計画における河川維持管理の内容は、河
川の維持を含めた河川整備の全体像が明らかになる
ように定め、河川維持管理計画には、河川整備計画
における河川維持管理の内容を具体化するものとし
て、河川砂防技術基準・維持管理編に基づいて、概
ね5年間に実施する具体的な河川維持管理の内容につ
いて定めることになっています。

天竜川下流の河川維持管理計画は、平成24年5月
に作成されており、5年が経過しました。そのため、
平成29年度より内容の見直しを進め、平成30年９
月に河川維持管理計画が更新されました。

維持管理計画を見直しするにあたっては、河川砂
防技術基準・維持管理編の改訂（平成27年3月）や、
平成28年12月15日に開催された法律専門家や学識
経験者など6名の学識者からなる委員と、中部地方整
備局河川部幹部による天竜川下流と菊川を対象にし
た「河川の維持管理による有識者会議」や、平成30
年1月29日に開催された、学識経験者による菊川・
天竜川リバーカウンセラー会議の意見等を参考に、
河川管理施設や許可工作物のより細かい点検や地域
との連携について内容を充実させました。

○河川維持管理計画は、浜松河川国道事務所ホームページで
公開しています。

https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/river/kaseniji/

1２-１. 河川維持管理計画の更新

１２．河川維持管理計画
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国土交通省 中部地方整備局 浜松河川国道事務所

〒430-0811  静岡県浜松市中区名塚町２６６番地

電話番号 053-466-0118（河川管理課直通）


